
平成25年度　市政座談会　意見集約集

豊田第８ 地区名 ： （自治会単位） 日程： 19
平成25年10月27日(日) 会　 場 ： 第８自治会公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1 河川・水路
小川しんとん橋上流側の水門の改修が行われている。上
流の三ヶ名地区は、大雨で溢れてしまうことがある。同じ
ような水門でなく、自動に転倒する堰になぜしないのか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 20 ○ *** ***

2 防災
津波対策としての、港口への水門設置の実現性の感触
はどうか。実現できるように県等から予算を確保してもら
いたい。

実現出来るように進めている。災害による被害を考える
と、費用対効果としても低いものとは考えていません。

水産経済部 水産課 ○ ○

3 道路・橋梁
三ヶ名小屋敷線が国道150号から西焼津駅に向かう途中
から狭い。焼津駅、西焼津駅を結ぶ重量な道路でバス路
線でもある。計画的に整備を進めてもらいたい。

都市計画事業で進めていくことになる。優先順位等を確
認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 20 ○ ○

4 未来創造部 まちづくり政策課

市民部 市民協働課

政座談会　意見集約集

豊田第９ 地区名 ： 五ヶ堀之内 日程： 17
平成25年10月26日(土) 会　 場 ： 豊田第９自治会コミュニティセンター

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

8 自治会
回覧物が多く、回覧板が不足する。自治会で600個買っ
たが足りない。ぜひバインダーの補充をお願いしたい。連
合自治会では話が出るが「ありません」で終わっている。

回覧物も整理するよう指示している。これは見なければと
いうものでないとまずい。ゴミだけ増えてしまう。少し研究
させてください。

総務部 総務課 ○ ○

2.3
毎年100戸以上世帯が増えており、先を見越して土地を
確保することが大事であり、アパート等ができてしまうと
確保できない。

参考とさせていただきます。 未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

3.1
志太地域で見たとき、土地の利用をどのように考えてい
るか。

土地利用は、なるべく焼津市内でやっていきたい。平成
の大合併は村や町を無くすという目的でやったもので課
題の多い行政手法だと思う。行財政改革の中でどう連携
していくか、財政負担が少なくなるよう模索していく。15万
弱人口あれば財政的には貧弱な所ではないと考えてい
ます。

未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

1.1
豊田地区、大村地区は、瀬戸川・朝比奈川の津波遡上に
よる浸水被害が心配であるが、どう考えるか。

地震・津波防災地域づくり推進計画の中に位置づけして
いくが、私としては水門設置が良いと考えているが、県は
しっかりした堤防があるから大丈夫だという見解であり、
現在は県と協議をしているところです。

都市基盤部　 河川課 ○ ○

1.2
川の堤防は海の堤防と違い、土の堤防のため、力学的
に津波に耐えられるかを含めて検討してほしい。

県と協議しているので、自治会長を通じて報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 21 ○ ○

2.2
避難訓練をしても逃げる場所がない。この地域では新幹
線の高架下広場に避難している。

（ご意見ありがとうございます。） 危機管理部 危機政策課 ○ *** ***

3.2 庁舎建設
市庁舎移転の検討委員会をやっているのか、市の中で
考えるのか志太地域で考えてるのか、将来的にどうある
べきで、そのために今何をするのか、聞かせてほしい。

公共施設マネジメントの中で考えるということで検討委員
会は中断している。構造を工夫すれば市庁舎は現在の
位置でも大丈夫。サービスが落ちない形で分庁方式で
やっていきたい。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

4.2 防災

この地域は津波で避難してきた人をどう収容するか考え
ている。収容しきれなければ藤枝に逃げてもらうことも必
要になってくるのではないか、大きな範囲で考えてもらい
たい。

近隣・遠方の市町、病院、民間と協定を結ぶということで
防災計画に位置づけしている。合併しなくても、広域的な
連携はできるので、さらに強化していきたい。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

2.1 公園・街路
豊田地区第１支部の町内会ごとに、多目的に使える広場
を整備してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

こども未来部 子育て支援課 21 ○ ○

5.1

自治会でも農業排水路水門の管理者、部農会役員等を
把握したい。水門全てを閉じられ水が臭いという苦情が
来た。数年前から要望している。少量でよいので、流して
ほしい。

水を流す件は少し研究させてもらい、自治会長に報告し
ます。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 22 ○ ○（済）

5.2

小柳津の上に柳新屋と合同で、本来の水門の下に木の
枠で生活排水が流れるようにしている。木の板の管理を
町内会がやると農家の人に言えばうまく収まるのではな
いか。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 22 ○ ○（済）

6

市街化区域の農地は宅地並み課税され、用水の土手は
地元で草を刈り、杭を打って補修している。都市計画税で
市街化区域農地の用水路整備ができるようにしてほし
い。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

水産経済部 農政課 22 ○ ○

4.1 環境
小石川は月曜の午後から濁り鯉が見えない。特に規制
がかからない小規模の工場廃水が原因かと思う。上流か
らきれいにするということで検討してもらいたい。

県管理の川なので、県で協議会を作っており、広域での
検討がされています。

環境部 環境生活課 ○ ○（済）

7 教育部 学校教育課

教育部 教育総務課

担当課
別紙
頁

分類

意見・要望内容

豊田第9自治会内、さらには10町内会に豊田小と西小の
学区が入り乱れて何かと不便・不都合が生じている。

学校

回答
（市長、部課長、担当課等）

種別

学区編成は、当時の審議会の皆さんが苦労してやったこ
となので具体的な意見は控えさせていただくが、自治会
の役員さんが苦労していることは承知している。教育委
員会がやっていることではあるが、長い時間がかかるこ
とだと思うし、見直しをやっていかなければと考えていま
す。

No

農政

自治会名：
開催日：

まちづくり

防災

自治の基本的な考え方と進め方を明文化し市民一人ひ
とりが共有しようとするもの。交流センターは、市民活動
団体の皆様方の活動拠点として、情報の発信、交流の場
として利用をしていただく施設です。

○

○ ○

自治会名：
開催日：

市民協働

種別No
別紙
頁

分類

焼津市の自治基本条例と交流センター（H25.10.27新聞
記事）について

○（済）

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課



平成25年度　市政座談会　意見集約集

豊田第９ 地区名 ： 柳新屋、小柳津、小屋敷、西焼津 日程： 18
平成25年10月26日(土) 会　 場 ： 柳新屋公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

15.1 自治会

地域役員選任者へのインセンティブについて、介護施設
への入居優先順序採点時の加点を多くするとか、褒章制
度や行政の権限で出来る市民の喜ぶような事項があると
思う。

調べ、後日報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

総務部 総務課 24 ○ ○

1 庁舎建設
公共施設の老朽化問題、市庁舎は建設後何年経過して
いるのか。また、市庁舎の移転計画がどうなっているの
か。

市庁舎や病院の建設計画についての検討は中断し、今
年度に公共施設マネジメントによる検討を実施し、平成
26年度に改めて検討していきます。

総務部 資産経営課 ○ ○ ○
計画策定等は短期、建設
については長期

3 都市基盤部　 都市計画課

水産経済部 農政課

2
公共施設の建て替えについては、藤枝市との合併を視野
にいれているのか。

人口が約14万人あれば財政的にも安心できる規模であ
り、焼津市では税収が157億円ほどの税収があり、基礎
体力はあります。

総務部 資産経営課 ○ ○

4

区域内には東海道本線や新幹線が通過しており、災害
時にはその乗客の避難先の確保が必要となる。公民館
の建て替え時には、多目的に使用できる施設として頂き
たい。

豊田地区は人口が増加している地区であることから、人
口減少地区とは異なった計画となります。

生涯学習部 社会教育課 ○ ○

12 防災
津波ラインの海抜標示が市内に設置されているが、目立
たなく、また、数が少ないと思われる。表示箇所をしっか
りと決めて、実施してほしい。

研究していきます。 危機管理部 危機政策課 ○ ○

7 防犯

西焼津駅周辺は夏は若者が夜遅くまでたむろして女性が
痴漢被害に遭う。西焼津交番を駅前に配置替えしてほし
い。無理なら防犯見回りや交番の案内看板設置をお願い
したい。

交番の配置については、公安委員会の場所を決定する
ことから、移転については難しい。案内板の検討をした
い。

市民部 市民相談課 ○ ○ 警察に依頼しました。

13 地域福祉
｢社協だより｣が各戸配布されるが、不要であるとの声が
ある。組回覧でよい。その費用をその他の事業に有効利
用すべきである。

必要な人もいることから、研究していきます。 健康福祉部　 地域福祉課 ○ ○（済） 社協に連絡済み

5 こども未来部 子育て支援課

教育部 教育総務課

8

西焼津セントラルホテルや中部自動車学校に災害時避
難場所の協力依頼をしているが、物資搬入を容易とする
ため、西側の県道から約１５０ｍ区間の道路を拡幅して
ほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 23 ○ ○

9
県道大富藤枝線沿いのファミリーマート北側の市道が狭
いことから、交差点部分だけでもいいから広げていただき
たい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 道路課 23 ○ ○

6

水路改修において、Ｕ字溝と張りコンクリートで施工する
ことから、上流部の小柳津地内の東海ガス周辺の道路
冠水が発生する。地域全体を見通した計画を実施してほ
しい。

道路冠水等が発生しないよう検討します。 都市基盤部　 河川課 ○ ○

10
小石川の小屋敷橋、東名ガード下、藤枝市境付近に土
砂が堆積しているので、対応をお願いしたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 23 ○ ○（済）

15.3

新しい交差点法式の実験をするなど、知恵を働かして頑
張ってもらいたい。建築確認や許可の際、行政担当者の
現地調査と市の都市計画との整合性の確認を的確にさ
れたい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 建築指導課 25 ○

15.4
都市計画の見直しを時代の変化を見通して実施してほし
い。

（ご意見ありがとうございます。） 都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

11 環境
小石川で土曜日や日曜日に藤枝市方面から悪水が流出
してくる。対策をお願いしたい。

担当に現場を調査させ、自治会長に報告します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 環境生活課 24 ○ ○（済）
県の水質調査が環境基準
値以下であることを回答済

14 市立病院
市立病院の受付は、朝早くから順番待ちをしているが、
高齢者等が並びやすい方法を検討してほしい。

（患者様のご意見等を踏まえ、現在の方法を採用してお
ります。今後も具体的なご意見等をいただきながら研究し
ていきます。）

病院事務部 医事課 ○ ○

15.2 ごみ・し尿
転入転出者が多いためか、転出者などによるごみステー
ションへの不法投棄が目に余る。法規や市条例の制定な
ど、対策してほしい。

確認し回答します。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 25 ○ ○（済）

道路・橋梁

河川・水路

農振地域の規制を解除すれば、人が定住する場所が増
え、また、企業誘致もしやすくなるのでないのか。

まちづくり

子育て
区域内に公立の幼稚園・保育園がない。また公立幼稚園
は２年保育で利用しにくい。検討をお願いする。さらに、
子育て支援の相談機関をお願いしたい。

公共施設

農振地域の解除については都市計画法等の問題解決を
図る必要がある。提案について研究していきます。

○

○
子育て支援を充実させるための組織見直しを検討してい
ます。

分類

自治会名：
開催日：

都市計画

○

○

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁



平成25年度　市政座談会　意見集約集

豊田第10 地区名 ： 小土 日程： 38
平成26年1月18日(土) 会　 場 ： 上小土公会堂

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

1.2 都市基盤部　 都市計画課

都市基盤部　 河川課

こども未来部 子育て支援課

未来創造部 まちづくり政策課

1.3 都市基盤部　 都市計画課

都市基盤部　 道路課

都市基盤部　 河川課

1.4 都市基盤部　 都市計画課 ○

都市基盤部　 河川課 ○（済）
県に要望済み
H26年度より実施予定

15 総務部 総務課

未来創造部 まちづくり政策課

4 原発
以前平和賞がありました。市長が変わり見直しをされると
いうことですが、それに関連し教えていただきたい、原発
事故対策が市に有るか無いかでお答えください。

今まで原子力発電所から半径１０ｋｍ圏内の４市で安全
協定を結んでいましたが、３０ｋｍ圏内に範囲が広がり、５
市２町で安全協定を結び今後どうするかを検討中です。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

14.1 子育て

四町内会のちびっこ広場の遊具について、狭く周囲に迷
惑がかかり修理費用も掛かるため撤去した。まだ100世
帯ほど増えると聞くが、遊ぶ場所がないという意見も多
い。

場所をお教えください。それで調べます。（古くなったため
の撤去であるため問題なし）

こども未来部 子育て支援課 ○ *** ***

5 農政
子供が外で自然に触れて遊ぶ場所がなくなってきた。年
齢に関係なく自然に触れられる市民農園などの場所を
造ったらどうか。

耕作放棄地などを活用したい。
（現状、市で把握している限り13の市民農園が開設され
ている。市が主体的に農地を借りて取り組むべきか否か
の精査が必要。）

水産経済部 農政課 ○

7

年３回ある津波避難訓練は多いのではないか。内容もマ
ンネリ化し同じメンバーが出ている。年２回にする考えは
ないのか。また、毎年同じことをやっていて効果はあるの
か。

現在の訓練は、日曜日のみにやっている訓練で、訓練の
ための訓練になっているので早急に検討します。自分と
しては、昼間いる人でやるという実践に即した訓練が必
要と考えています。

危機管理部 危機対策課 ○ ○（済）

10.5
防災訓練について、現在昼間だけやっているが夜間の訓
練が必要と考えるが検討をお願いしたい。

迷惑になるかもしれないが、いざというときのために検討
していきたい。

危機管理部 危機対策課 ○ ○（済）
小川第13自主防災会のご
協力により、H25年度に夜
間津波避難訓練を実施。

11
防災訓練だが、内陸部は１回津波避難訓練をして、あと
は地域防災力のアップを図る訓練を指導してほしい。必
要経路をわかっていればよいと思う。

防災に力を入れていただいている地域であり感謝してい
る。検討します。

危機管理部 危機対策課 ○ ○

6.2
道路の舗装が遅れている。ひび割れ、段差など継ぎはぎ
だらけである。自転車で通るには大変で、転びかかったと
ころも見かけた。

舗装は道路用途により厚さが異なるが、使用具合が変
わってきて痛みが出ているところもある。今後は調査し保
全管理はしっかりやっていくので、そのような場所があれ
ばご連絡ください。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

9.1 都市基盤部　 建築指導課 *** ***
自治会要望として出された
時点で判断

都市基盤部　 道路課

10.3
ガス管、ガス工事の後始末ができていない。しっかりやっ
ていないので３回やって３回ダメ。基礎からやらなければ
ダメ。根本的な見直しをして欲しい。

工事のやり方も確認し、雑にやらないよう指示を含め検
討します。

都市基盤部　 土木管理課 ○ ○（済）

10.4
中央高校線の歩道の真ん中に白線を引いて欲しい。歩
行者と自転車の通りを明確にするために１本でいいから
白線をお願いしたい。

他の方法も考えて、検討します。 都市基盤部　 道路課 ○ *** ***
現在の歩道幅員では自転
車・歩行者の分離は困難
です。

8 下水道 下水道の整備を早く実施して欲しい。
大きなお金が必要。きれいな水を造ることが目的ですの
で、合併浄化槽や今焼津市で出来ることを実施していき
たい。要望としてお聞きします。

環境部 下水道課 ○ ○

12 市立病院

防災に関し、施設に対する抜き打ちのチェックはあるの
か。昔、市立病院で非常口に車椅子を置いており、事前
に日時を知らせると、その時だけ動かしているのを見たこ
とがある。

そういうことを見つけたら声を大にして教えていただきた
い。

病院事務部 病院総務課 ○ ○

1.1 都市基盤部　 都市計画課

未来創造部 まちづくり政策課

3
中央高校の所に、同一敷地で、住宅が建てられるところ
と建てられないところがある。

既存宅地等の関係ではないか。
（後日、担当課より発言者宅へ連絡済み）

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○（済）

9.2 都市基盤部　 都市計画課 ○ 計画

生涯学習部 社会教育課 ○ 実施

担当課

都市計画

別紙
頁

種別

分類

No

自治会名：
開催日：

意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

土地の規制緩和、住環境整備をはじめ補助金制度導入
による定住人口の増加、ゲリラ豪雨に対する治水対策を
早急に対応して欲しい。

定住人口についてはアンケートによると、震災だけの影
響でなく、仕事等社会的要因も考えられます。ピンポイン
トで対策を検討していきます。特に３０歳から３９歳の方
の移動が一番多く、今後こども未来部を創設し、子育て
支援をしていきたい。また、入ってくる人はなぜ入ってくる
のか、場所が特定できればその場所に、企業が特定でき
ればそこに対策を行っていきます。

○ ○

○

当地域は市街化区域及び調整区域であるが、都市計画
税を都市計画事業に限らず、一部を生活道路や水路の
整備など住環境の改善や治水対策に充てて欲しい。点
数評価で対応しているようだがそれを外してやってほし
い。

目的税なので皆様に分かり易い形でやっていきたいと考
えます。

○ ○

○

当地区内の保福島地区には、瀬戸川があり県が計画し
ている親水公園をはじめ、水路の整備、散策道路などの
整備をして、市民に喜ばれ安全で快適な住環境を創出し
て欲しい。

体育館と総合グラウンドが一体なった公園整備が県の計
画に位置づけられているので、市がバックアップしていき
たい。第１弾として遊歩道の整備を来年度実施していく。
要望を受ける中で相談させていただき進めていきます。

相続未完のため市で寄付受付ができないと言われた狭
隘道路を早く整備してほしい。４ｍ幅での要望は出した。
６ｍ幅での希望者もがいるが移転問題が出て大ごとだと
思う。

市役所でも同じ手続きが必要になる。狭隘道路の整備事
業で行う限り、地域の要望としての寄付になりますので相
手がありますが何とか相続の完了をお願いしたい。

先程（No.1.1）の西焼津駅周辺のマスタープランはどの位
のスパンか。豊田公民館の建替は地元からの要望があ
ればできるのか。人口が増えているので前倒しでお願い
したい。

市全体の公共施設をどうしていくか、皆様とも相談しなが
ら地域の計画の中に位置づけていきたい。

○

人口は増加傾向だが住環境整備、地震対策等が遅れ、
3.11以降、若者世代の流出が危惧される。都市マスの見
直しに西焼津地域の街づくりを具体的に検討計画して欲
しい。

マスタープランについては、震災以降変わってきています
のでやり直します。その時に、この豊田地区をどうするの
かを皆様とご相談しながらやっていきます。

防災

合併の問題はどうなっているのか。

合併は当初島田市が入って志太が一つということだった
が、榛北との関係で島田市が抜けた経緯がある。島田市
の市長が変わったことで観光、原発と協議を始めたところ
ですので温かく見守って欲しい。

○

○

○

まちづくり

道路・橋梁



10.1
先ほどの西焼津駅周辺について、３０年前に駅ができた
時、なぜ、焼津市は区画整理等をやらなかったのか。早
急に西焼津地区の開発をして欲しい。

皆様方と話し合いながらやっていきたいと思いますので
知恵をいただきたい。

都市基盤部　 都市計画課 ○ *** ***

10.2
市街化調整区域を守っている市は発展しないと大学教授
が言っている。早いうちに見直しの検討が必要ではない
か。

大きな問題であるが、時代も変わっていますので今後考
えていきます。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

2 生涯学習部 スポーツ振興課 ○

都市基盤部　 都市計画課 ○（済）
大覚寺公園整備事業は、
H25年度に完了

13 公民館
豊田公民館を新設する場合は、豊田地域で昭和２８年ま
で持っていた山が滝沢にあった。記念のヒノキ・杉を１本
か２本でいいですから使って欲しい。

ご意見ありがとうございます。 生涯学習部 社会教育課 ○ ○

6.1 文化財

小泉八雲のイベント等あるが、明治村にある八雲滞在の
家を焼津に持ってくることができないか。浜通りに持って
来れば啓蒙にもつながると思う。水族館があればなお良
い。

貴重な意見としてお聞きます。
（現実的にはかなり困難な事項と思われます。）

生涯学習部 文化財課 ○ ○

14.2 ごみ・し尿
燃やすゴミの置場について、設置するのに20～30万円か
かる。お金を出してくれない人がおり、市の補助金がでな
いのかという人もいる。相談に乗って欲しい。

研究させて、自治会長に報告させます。
（文書にて回答済み／別紙）

環境部 廃棄物対策課 26 ○ ○

平成25年度　市政座談会　意見集約集

豊田第10 地区名 ： 保福島 日程： 39
平成26年1月18日(土) 会　 場 ： 保福島体育館

部 課
地区
独自

市内
共通

長期 短期 備　　　考

6
地震対策に力を入れ過ぎると海岸の方が淋しくなってし
まう。焼津の海岸にも富士山が見えるすばらしいところが
あるのでもう少し明るい焼津になるようにしてください。

津波を騒ぎすぎると海岸から人が離れてしまいます。市
内にも富士山を見ることができる場所がたくさんありま
す。対策は粛々と進め、明るい焼津となるよう焼津市をＰ
Ｒしながらまちづくりを進めていきたいと考えています。

危機管理部 危機政策課 ○ ○

8 未来創造部 まちづくり政策課 ○ ○

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 河川整備は県に要望済み

3 危機管理部 危機政策課

都市基盤部　 都市計画課

生涯学習部 スポーツ振興課

都市基盤部　 河川課

都市基盤部　 都市計画課 *** ***

5 道路・橋梁

鴻益橋の西側230メートル区間はコスモス街道とも呼ば
れ、景色もよいため市外からも多くの人が訪れるため交
通量が増えていますが、道路幅が3.3ｍしかなくすれ違い
ができず危険なので拡幅をお願いします。

優先順位を付けて整備しているため、自治会全体として
優先付けして要望してください。誰でもわかるように順序
付けする必要があり、それを精査するためにも自治会で
順序付けして要望していただきたいと考えています。

都市基盤部　 道路課 ○ ○

2
瀬戸川の河床が住宅地と同じくらいの高さになっており
危険なので、掘削して河床を下げるようお願いします。

県に順次要望していますが、再度要望します。
（文書にて回答済み／別紙）

都市基盤部　 河川課 27 ○ ○（済） 県に要望済み

9

瀬戸川は前回の大水の際、今までに経験のない増水と
なりました。堤防が決壊してしまうことも心配されますし、
地震対策としても豊田橋の上下流の整備をお願いしま
す。

堤防を管理する県には要望していますが、そのままに
なっているのかもしれません。安全性が100％に近づくよ
うにしていきたいと考えています。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 県に要望済み

10

瀬戸川の護岸整備を実施してもらったが、まだ未整備個
所があるのではないか。3年前に県の土木事務所と市の
河川課と一緒に確認したが、県と市、自治会で再確認し
たい。

再度県に要望しますので、自治会からも要望書を提出し
てください。

都市基盤部　 河川課 ○ ○（済） 県に要望済み

1 公園・街路
瀬戸川親水公園整備は具体的にどのようになるのか教
えてください。

３月末までに津波防災まちづくり計画に位置付けることに
なっているので来年度には明確になります。都市計画マ
スタープランや公共施設マネジメントと連動して検討する
ことになっています。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

4 都市計画
小土地区には狭隘道路があり、ミニ開発も行われていま
す。区画整理はできないので、地区計画を立てて進めて
いく必要があるのではないでしょうか。

地区計画を立てないと進まないと思いますので、それを
踏まえて検討していきたいと考えています。

都市基盤部　 都市計画課 ○ ○

自治会名：
開催日：

No 種別 意見・要望内容
回答

（市長、部課長、担当課等）

担当課
別紙
頁

分類

○

まちづくり 豊田地区の人口増の理由を調査して市の人口増を図っ
てください。また、学校、教育レベルの高さが人口増の要
因になると思います。また、当地区は地震より瀬戸川堤
防決壊の方が心配なので早急な河川整備をお願いしま
す。

人口増は大きな課題であると認識している。国全体では
人口が減っても焼津では増えるようにしたいと考えていま
す。また、住んでいる人が満足することが第一であると考
えています。学校、教育レベルの件は教育長に伝えてお
きます。

7

野球場は災害時の中継基地（ヘリポート）になっている
か。陸上競技場やテニス場は他の中にあり使いにくいた
め利用率が低いと思われる。公共施設として役立てるな
ら瀬戸川堤防整備と併せてアクセス整備などを進めてほ
しい。

貴重な意見として伺っておきます。中継基地(ヘリポート)
は陸上競技場となっております。陸上競技場とテニスコー
トについては利用者が多く利用上支障があるということは
聞いていません。都市計画マスタープランの中で考えて
いきます。

レベル２は1000年に１回の確率の大地震であり、それに
対応するには多額の予算がかかってしまう。まずレベル
１に対応していくことで安心安全が確保でき、それがレベ
ル２への対応につながっていけばよいと思う。また、市外
への人口流出理由を踏まえながらまちづくりに対応する
ため現在資料を集めていますが、地域のコミュニティに問
題が生じないようにやっていきたいと考えています。

河川・水路

○

現都市計画マスタープラン基本
方針図でも広域防災基地として
図示しています。

防災

第４次被害想定が示され、レベル１に対するアクションプ
ログラムが策定されたが、レベル２にも対応できるまちづ
くりを望みます。保福島は人口が伸びていますので、そう
したことも踏まえて都市マスを策定してください。

○ ○

元気な高齢者が増えている中、市内に広いグランドゴル
フ場がない。県大会は島田市や藤枝市となる。グランドゴ
ルフ場を大村公民館隣の公園に造っていただきたい。

グランドゴルフの人口が増えているので、今後勉強してい
きたい。ただ、大覚寺の所は北小学校の計画があって、
それが公民館や公園になった経緯があります。

○スポーツ


